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１．業績概要  （平成２０年３月期 第３四半期財務・業績の概況 Ｐ．１参照） 
（単位：億円）

増減額 伸び率 進捗率

売上高 3,552 3,814 ＋262 ＋7.4% 5,100 74.8%

営業利益 288 295 ＋7 ＋2.6% 400 73.9%

経常利益 297 293 △3 △1.1% 390 75.2%

四半期(当期)純利益 186 170 △16 △8.6% 225 75.5%

前年同期比
20年3月期
中間決算時
通期予想

19年3月期
第3四半期

20年3月期
第3四半期

 
◎ 売上高は前年同期に対して、＋２６２億円、＋７．４％の増収、営業利益

は前年同期比＋７億円、＋２．６％の増益となったが、経常利益は△３億

円、△１．１％、純利益は△１６億円、△８．６％の減益となった。 
◎ 特別損失は減損損失△６億円を計上している。 
◎ ２０年３月期中間決算時の通期予想に対する進捗率は売上高７４．８％、

営業利益７３．９％、経常利益７５．２％、純利益７５．５％。営業利益

は予想を若干下回ったものの売上高、経常利益、純利益は概ね予想の範囲

内となった。 
 
 
２．事業セグメント別売上高・営業利益の状況 

（平成２０年３月期 第３四半期財務・業績の概況 Ｐ．８参照） 
（単位：億円）

19年3月期
第3四半期

20年3月期
第3四半期 増減額

19年3月期
第3四半期

20年3月期
第3四半期 増減額

化成品 681 766 ＋84 38 42 ＋4

機能性樹脂 602 639 ＋38 100 96 △4

発泡樹脂製品 547 568 ＋21 0 4 ＋3

食品 831 891 ＋61 31 20 △10

ライフサイエンス 302 262 △40 46 40 △7

エレクトロニクス 405 449 ＋43 83 78 △5

合成繊維、その他 184 239 ＋55 26 55 ＋29
消去・全社費用 － － － △36 △39 △3

計 3,552 3,814 ＋262 288 295 ＋7

売　上　高 営　業　利　益

 
◎ 売上高はライフサイエンスのみが減収となり、それ以外の６セグメントは

増収。営業利益では機能性樹脂、食品、ライフサイエンス、エレクトロニ

クスの４セグメントが減益であったが、化成品、発泡樹脂製品、合成繊維
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その他の３セグメントが増益となった。 
◎ 為替はドル、ユーロともに円安となっており、前年同期に対して売上高で

＋６６億円、営業利益で＋２２億円の影響となった。原料価格高騰は石化

原料関連で△５９億円（受入ベース）の影響であり、販売価格修正や販売

数量の増加でカバーできているものの、食品事業関連の原料高騰に関して

は販売価格修正が追いついていない。 
 
 
３．第３四半期（１０～１２月）の概況 

（単位：億円）

前年
同期 当年 増減額 増減率

売上高 1,226 1,302 ＋77 ＋6.3%

営業利益 110 113 ＋4 ＋3.3%

経常利益 112 113 ＋1 ＋0.8%

四半期純利益 66 69 ＋3 ＋5.3%

20年3月期第３四半期(10-12月)

 
◎ 第３四半期（１０～１２月）の売上高は前年同期に対して、＋７７億円、

＋６．３％の増収、営業利益は前年同期比＋４億円、＋３．３％、経常利

益は＋１億円、＋０．８％、純利益は＋３億円、＋５．３％といずれも増

益となった。 
◎ しかしながら事業セグメント毎の営業利益を見てみると、ライフサイエン

ス、エレクトロニクス、合成繊維その他等は堅調であったが、化成品、機

能性樹脂は米国住宅不振の影響を受け、前年同期に対してそれぞれ△２億

円、△７億円の減益となった。また、エレクトロニクスについては１２月

頃からクリスマス商戦後の在庫調整が始まってきている。 
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４．単独／連結子会社別売上高・営業利益の状況 
（単位：億円）

19年3月期
第3四半期

20年3月期
第3四半期 増減額

19年3月期
第3四半期

20年3月期
第3四半期 増減額

単独 2,235 2,387 ＋152 213 216 ＋3

国内子会社 1,727 1,875 ＋148 45 41 △4
海外子会社 738 798 ＋60 48 57 ＋8

売　上　高 営業利益

 

◎ 国内子会社では医療機器の販売会社であるカネカメディックスが好調であ

るが、太陽油脂、カネカサンスパイス等の食品関連の子会社が低調。 
◎ 海外子会社では米国の住宅市場低迷の影響を受け、カネカテキサスが低調。

また、事業撤退を決定したカネカエレクテックも減益を余儀なくされている

が、その他はカネカベルギーをはじめとして堅調である。 
 
 
５．海外売上高の状況 （平成２０年３月期 第３四半期財務・業績の概況 Ｐ．９参照） 

（単位：億円）

19年3月期
第3四半期

20年3月期
第3四半期 増減額 伸び率

（参考）
19年3月期

アジア 504 596 ＋92 ＋18.3% 686

北米 315 276 △39 △12.5% 421

欧州 358 431 ＋73 ＋20.2% 501

その他 81 119 ＋38 ＋46.8% 110
海外売上高計 1,258 1,421 ＋163 ＋13.0% 1,718

（海外売上高比率） (35.4%) (37.3%) (36.3%)

 
◎ 輸出、海外子会社の売上高ともに増加。機能性食品素材の低迷や住宅市況

の低迷により北米向けの売上高は低調となったが、アジア、欧州、その他

の地域は着実に増加している。この結果、海外売上高は前年同期に対して

＋１６３億円増加、海外売上高比率は前年同期３５．４％、前期３６．３％

に対して３７．３％と上昇した。 
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６．通期決算の見通し 
（平成２０年３月期 第３四半期財務・業績の概況 Ｐ．２、Ｐ．４参照） 

◎ 米国のサブプライムローン問題の拡大に伴い、市場環境は急激に変化してお

り、当社グループの各事業においても需要の減退、為替の変動、原料価格の

更なる高騰など業績の変動要因が顕在化している。 
◎ 下期以降は想定以上に原料価格が高騰、また、為替も円高にシフトしている。

事業セグメント別には化成品、機能性樹脂の状況が悪化しており、通期業績

予想を以下の通りに修正することとした。 
（単位：億円）

前回予想
（Ａ）

今回予想
（Ｂ）

増減額
（Ｂ－Ａ） 増減率

前年度
実績

売上高 5,100 5,030 △70 △1.4% 4,732

営業利益 400 355 △45 △11.3% 367

経常利益 390 345 △45 △11.5% 369

当期純利益 225 185 △40 △17.8% 184
 

 
 
 

以 上 


